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盛岡市立病院の基本理念

３つの基本理念を掲げ、医療水準

「優しさといたわりのある病院」

を高め、患者中心の医療を展開し、

「信頼され優れた医療の病院」

地域の中核病院として、より機能

「開かれた地域医療のための病院」

するとともに、健全な経営が行わ
れる病院づくりを目指します。
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盛岡市立病院は平成 23 年度より新たな「第 2 次盛岡市立病院
経営改善計画」に基づき職員一丸となって，病院の経営改善に取
り組んでまいりました。お陰様で皆様方のご支援により，経営状
態は改善の方向に進んでおります。
今回，特にご案内したいことが２つございます。はじめに，在宅
医療を行っておられる先生方にご案内です。当院では本年６月から「在宅療養後方支援病院」と
して届出しております。先生方の在宅医療がよりスムースに実施していただけますよう，当院と
してお役に立てるように機能したいと考えております。
なお，在宅医療を行っておられる先生方には先日来ご案内を申し上げておりますが、改めて今
回ご案内の記事を載せております。当院を在宅療養後方支援病院として活用をお考えの先生方に
はどうぞご連絡賜ればと考えております。
次に，9 月より「地域包括ケア病棟」を開始することとなりました。診療報酬改定により当院
で運営しておりました亜急性期病床は廃止となりますが，地域包括ケア病棟にて従来通りに亜急
性期の患者さんをお受けさせて頂きます。当院へ患者さんのご紹介をご検討いただける際にはど
うぞ宜しくお願い申し上げます。
最後に，患者さんのご紹介についてはご活用頂いている「地域医療連携室」を介したご紹介を
今後とも宜しくお願い申し上げます。前回の地域医療連携だよりでもご案内いたしましたが，今
年度よりスタッフの増員を行い，さらに皆様方のニーズにお応えできるようにと考えております。
先生方におかれましては，今後とも変わらぬご支援のほどをお願い申し上げましてご挨拶とさ
せていただきます。

『地域包括ケア病棟』オープンのお知らせ
～平成 26 年９月から「地域包括ケア病棟」を新設します～

地域包括ケア病棟とは？
●今年４月の診療報酬改定で新設された急性期後の受入れをはじめとする「地域包括ケア
システム」を支える病棟です。
●急性期治療後，すぐに在宅や施設等での療養に不安があったり，もう少しの入院治療で
社会復帰ができる患者さんのために退院支援を行ないます。
●当院では５階に「地域包括ケア病棟」をご用意し，安心して退院いただけるよう支援し
ていきます。また，専任の看護師が退院後のケアについてサポートいたします。

開業医・病院の先生方にお知らせしたいこと
●主に次のような患者さんが入院の対象です。
・急性期治療により状態は改善したが，もう少し経過観察が必要な方
・在宅での生活にあたり準備が必要な方（血糖のｺﾝﾄﾛｰﾙ，ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝが必要な方など）
・在宅療養中に入院が必要となった方
●状態に応じて入院期間は調整しますが，60 日を限度としております。

現在，当院で運営しております亜急性期病床は８月末で廃止いたしますが，この「地域
包括ケア病棟」により，引き続き，皆様との連携のもと，急性期後の患者さんの受入れを
積極的に行なってまいりますので，どうぞよろしくお願いします。

入院費用はどうなりますか？
●入院費用は定額で，投薬料，注射料，検査料，ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝなど，ほとんどの費用は含ま
れています。
●なお，後期高齢者（75 歳以上）の方は月の医療費の負担上限が定められていますので，
一般病棟の場合と負担上限は変わりません。
ご不明な点は，「地域医療連携室」までお気軽にお問い合わせください。
地域医療連携室 ℡ 019-635-0101【代表】
内線/2105 又は PHS/3300

在宅医療を提供している医療機関の皆様へ

盛岡市立病院では，今年４月の診療報酬改定において，在宅療養を行なっ
ている患者さんの急変等における後方病床の確保が重要という観点から「在
宅療養後方支援病院」が新設されたことに伴い，６月に届出を行ないました。
急変時に当院への入院を希望する患者さんとして登録されている方が緊急
入院の必要が生じた場合，24 時間体制で受入対応を行ないます。
当院との連携について，ご検討いただければ幸いに存じます。
ご希望がございましたら，具体的な内容をご説明しにお邪魔したいと存じ
ますので，担当までご連絡ください。

今後とも各医療機関の皆様との連携を通して，患者さんのサービス向上に
努めてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。
【問合せ先】 盛岡市立病院
電

地域医療連携室

話

０１９－６３５－０１０１

ＦＡＸ

０１９－６３１－２１０２

（前ページからの続きです。）

◆対象となる患者さん
緊急時に盛岡市立病院に入院を希望する患者さんで，当院に「入院希望届」
を届け出た患者さんです。

◆緊急入院時の連絡先
【平日の８時 30 分～17 時 15 分】
担 当： 地域医療連携室 高橋看護師長・木村看護師
電 話：

０１９－６３５－０１０１【代表】
内線/２１０５ 又は ＰＨＳ／３３００

【上記以外】
担 当： 当日の日当直(医師・看護師)
電 話：

０１９－６３５－０１０１【代表】

◆緊急入院時の受入方法
①

最初に，電話で登録患者さんを送りたい旨の連絡をいただき，患者さんの

病状等をお知らせください。
② 病状等により，当院から受入の可否について電話で連絡いたします。
③ （当院で受け入れることになった場合，）患者さんに当院へ向うようお伝え
ください。

地域医療連携室から

➞ ４月から看護師２名体制となった地域医
療連携室の執務室です。
今後とも，よろしくお願いします。

耳鼻いんこう科は，９月より診察日が木曜日のみになります
耳鼻いんこう科外来は，岩手医科大学からの応援医師による週１日の診察となりま
す。なお，新患の受付を休止していますので，患者さんのご紹介をいただきましても，
現状では対応できかねます。ご了承ください。
【受付】 木曜日
８：３０～１１：３０

神経内科は，木曜日が休診となります
神経内科外来は，当面木曜日が休診となりました。
月・火・金曜日は，これまで通り常勤の佐々木 一裕 医師が診療を行っておりますので，
これまで同様に患者さんをご紹介いただきますようお願いいたします。

腎臓内科の診察を行っております
５月から腎臓内科を新たに設置し，常勤の佐藤医師により，蛋白尿，血尿と慢性腎臓
病を中心に診療を行っております。腎臓内科への患者さんのご紹介は，入院，外来を問わ
ず他の診療科と同様に，地域医療連携室宛てに「紹介ＦＡＸ」または「電話」でご連絡の
ほどお願いいたします。
【受付】 月～金曜日
８：３０～１１：３０

循環器内科外来の新患受け入れを毎日行っております
循環器内科外来の新患の受け入れを，再開し，毎日受付けしております。循環器内科
への患者さんのご紹介は，他の診療科と同様に，地域医療連携室宛てに「紹介ＦＡＸ」
または「電話」でご連絡のほどお願いいたします。
【受付】 月･火･水曜日
８：３０～１１：３０
木曜日
１４：００～１５：００
金曜日
８：３０～１１：００

■ 患者さんをご紹介いただく医師の皆様へ ■
◎ ご紹介時には，別紙「紹介患者(検査依頼)FAX 申込書，外来診療担当表」をご利用ください。
◎ 申込書受信後，折返し次の書類を FAX 送信いたします。なお，受診日時，病状等を当院より電話で
問い合わせさせていただく場合がございますのでご了承ください。
・ 外来患者さんのご紹介 … 「ご紹介確認書」，「来院のご案内（紹介患者様用）」
※当日の受診紹介の場合は，「ご紹介確認書」のみＦＡＸさせていただきます。
・ 入院患者さんのご紹介 … 「転院連絡書」
◎ 申込書は，平日の 17 時までに送信していただくようお願いいたします。
◎ ご紹介いただきました患者さんの診療情報は，逐次提供いたします。
※ 時間外の救急・緊急入院が必要と思われる患者さんのご紹介は，直接日当直医師にご連絡ください。

【紹介患者（検査依頼）FAX 申込書の送信先】
盛岡市立病院 地域医療連携室

FAX

019-631-2102

「紹介患者（検査依頼）FAX 申込書」は当院 HP からダウンロードできます。
【URL】http://www.morioka-city-hosp.jp/engaged/zyuzisya.html

紹介患者様用 外来診療担当表
盛岡市立病院
午前の外来診療科（受付時間 8：30～11：30）
診療科

平成26年９月１日～

月

火

水

木

金

新患

近藤 公亮

熊谷 一郎

近藤 公亮

中塚 明彦

神谷 亮一

再来

神谷 亮一
中塚 明彦

神谷 亮一
近藤 公亮
中塚 明彦

神谷 亮一
熊谷 一郎

近藤 公亮

近藤 公亮
中塚 明彦

呼吸器内科

医大医師

佐々木 直

佐々木 直

医大医師

佐々木 直

循環器内科

医大医師

医大医師

医大医師

医大医師（14時～）

医大医師（～11時）

腎臓内科

佐藤 倫子

佐藤 倫子

佐藤 倫子

佐藤 倫子

佐藤 倫子

神経内科

佐々木 一裕

佐々木 一裕

糖尿病・代謝内科

歳弘 真貴子
小野 光隆
医大医師

歳弘 真貴子
小野 光隆

医大医師

歳弘 真貴子
小野 光隆
医大医師

歳弘 真貴子
小野 光隆
医大医師

須藤 隆之

須藤 隆之

須藤 隆之

須藤 隆之

須藤 隆之

白倉 義博

白倉 義博

後藤 実
（毎週午前）

白倉 義博

後藤 実

後藤 実

一戸 貞文（13：30～)
最終週なし

後藤 実

消化器内科

外 科

整形外科

佐々木 一裕

耳鼻いんこう科

後藤 実

医大医師

眼 科

金子 宗義

金子 宗義

金子 宗義

金子 宗義

金子 宗義

精神科

磯野 寿育

冨沢 秀光

磯野 寿育
医大医師

冨沢 秀光

医大医師

熊谷 敦史

熊谷 敦史

皮膚科
歯 科

医大医師
熊谷 敦史

熊谷 敦史
医大医師

熊谷 敦史

※整形外科の一戸医師受診希望の新患の方は、必ず事前(月・火・木曜日の午前中）に別な医師の診察をお受けください。
詳しくは整形外科外来にお問い合わせください。（代表電話019-635-0101 内線2184）
※消化器内科の中塚医師へのポリペクトミーの紹介につきましては，中塚医師の再来診察日である月・火・金曜日での申し込み
をお願い致します。
※歯科の水曜日の医大医師は，第１，２，４週の診療となります。

午後の外来診療科
診療科
（受付時間）

月

火

特別外来（消化器内科）
（13:30～16:30)

加藤 章信

循環器内科
（14：00～16：30）

医大医師
（第１・３・５週のみ）

整形外科
（13：30～16:30)
歯 科
（13:30～16:30)

水

木

金

熊谷 敦史

熊谷 敦史

一戸 貞文
最終週の外来なし
熊谷 敦史

熊谷 敦史

熊谷 敦史
医大医師

※救急・緊急入院が必要と思われる患者様のご紹介は、平日（8：30～17：00）は当該診療科、時間外（平日17時以降、土・日・
祝日）は日当直医師に直接ご連絡下さい。(代表電話019-635-0101）
※都合により、希望された医師以外の医師が診察することもありますのでご容赦願います。
※循環器内科、耳鼻いんこう科、皮膚科は臨時医師の外来診療だけとなっております。
※特別外来は予約のみとなります。
※精神科の新患は紹介による完全予約制とさせていただきます。予約にはご紹介が必要です。「紹介患者（検査依頼）ＦＡＸ申
込書」をご利用いただくか，患者さんに紹介状をお渡しください。詳しくは地域医療連携担当看護師長・看護師にお問い合わせ
ください。

